第 5 回全日本社会人テコンドー選手権大会
第 3 回全日本マスターズテコンドー選手権大会
兼
ワールドマスターズゲームズ 2022 関西リハーサル大会
開 催 要

項

※COVID-19感染防止対策のため完全無観客で行うかどうか、コロナ感染関係検査を参加の条件とするかど
うかについては、10月の理事会で決定します。
※コロナ感染症の拡大や自然災害その他やむを得ない事情で、開始前に当大会を中止とする場合があります。
この場合には、これにより発生した会場キャンセル料その他協会負担となる経費を差し引くことを検討した上
で、参加費の全部または一部を返還します。
※エントリー締切後の参加費の返還は、上記場合を除きいたしません。
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称

第 5 回全日本社会人テコンドー選手権大会
第 3 回全日本マスターズテコンドー選手権大会
兼
ワールドマスターズゲームズ 2022 関西リハーサル大会
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催
催
管

一般社団法人 全日本テコンドー協会
ワールドマスターズゲームズ 2022 関西兵庫県実行委員会
兵庫県テコンドー協会

5．開催日時

2021 年 10 月 31 日（日） 8：30 開場／9：30 開始予定（会場の関係により前後）

6．開催場所

兵庫県立武道館
〒670-0971 兵庫県姫路市西延末 504 番地 TEL079-292-8210
＜交通＞JR「姫路」駅下車 車で約 10 分・山陽電車「手柄」駅下車 徒歩約８分

７．実施種目

キョルギ・プムセ

８．計量（キョルギ種目のみ）
①前日計量：
日時：2021 年 10 月 30 日（土）18:00～20:00
計量場所：兵庫県立武道館
集合時間：1７:40 ※時間厳守
※上記、集合時間に遅れる場合は、審判委員会へメールで連絡すること。
(referee_ml@ajta.or.jp)、

計量時間内に、計量が出来ない場合は基本的には失格となります。
※前日計量後、会場にてトーナメント作成の抽選を行う。
②ランダム計量
日時：2021年10月31日（日）8：40～
※ランダム計量に遅刻した選手は失格となります。
９．出場資格

【社会人の部】
一般社団法人 全日本テコンドー協会に 2021 年度個人会員登録を行った者のうち、
中学卒業以上の者（学生を除く）
【マスターズの部】
一般社団法人 全日本テコンドー協会に 2021 年度個人会員登録を行った者のうち、
30 歳以上（2021 年 12 月 31 日時点）の者
※

セコンド（コーチ）は、

①(一社)全日本テコンドー協会 2021 年度個人会員登録を行った者で
②2021 年度（一社）全日本テコンドー協会主催のコーチセミナーを受講し、
③本大会のセコンド登録をしくみネットより登録した者。
なお、セコンド（コーチ）の服装は、襟付きで無地（白・紺・黒・グレー）に、パン
ツ（男女ともにスラックス）黒や紺などとする。ネクタイ不要、ジャケットは任意とす
る（シューズ着用）
10．年齢区分

【社会人の部】
《キョルギ種目》
年齢区分なし
《プムセ種目》
U－17（17 歳以下）有級・有段
U－30（18～30 歳）有級・有段
【マスターズの部】
《キョルギ種目》

U－35（30～35 歳）
U－40（36～40 歳）
U－45（41～45 歳）
U－50（46～50 歳）
U－55（51～55 歳）
U－60（56～60 歳）
U－65（61～65 歳）
Ｏ－65（66 歳以上）
《プムセ種目》

U－40（31～40 歳）有級・有段
U－50（41～50 歳）有級・有段
U－60（51～60 歳）有級・有段

U－65（61～65 歳）有級・有段
O－65（66 歳以上）有級・有段
※社会人部門、マスターズ部門の二部門への同時参加は不可となります。
11．出場階級【キョルギ種目のみ】（社会人・マスターズ共通）
（男女別）
男子（８階級）
－54kg 級
～54.0kg
－58kg 級
54.1～58.0kg
－63kg 級
58.1～63.0kg
－68kg 級
63.1～68.0kg
－74kg 級
68.1～74.0kg
－80kg 級
74.1～80.0kg
－87kg 級
80.1～87.0kg
＋87kg 級
87.1kg～

女子（８階級）
－46kg 級
－49kg 級
－53kg 級
－57kg 級
－62kg 級
－67kg 級
－73kg 級
＋73kg 級

～46.0kg
46.1～49.0kg
49.1～53.0kg
53.1～57.0kg
57.1～62.0kg
62.1～67.0kg
67.1～73.0kg
73.1kg～

※参加人数により合同級となる場合があります。
※社会人の部の各階級 1 位～2 位入賞者に第 15 回全日本選手権大会出場資格を与える。
（今大会のエントリー階級と同階級にのみ出場可）
12．試合形式及び時間
【キョルギ種目】
WT ルールに基づくトーナメント方式
試合時間 ※COVID-19 対策その他の事情により試合時間を短縮する場合があります。
《社会人の部》

２分×3R（インターバル 60 秒）

《マスターズの部》 １分 00 秒×3R（インターバル 30 秒）
【プムセ種目】
有級・有段ともにトーナメント方式。
試技順・種目はキョルギ抽選時（前日計量時）に行い、速やかに HP 上で発表する。
《有段》
① WT ルールに基づく採点(正確性４点･プレゼンテーション６点)
② 規定プムセより指定された 2 種目を演武する
U-１７

【規定】太極 6 章～8 章、高麗、金剛、太白

U-３０・U-40【規定】高麗、金剛、太白、平原、十進
U-50

【規定】太極 8 章・高麗、金剛、太白、平原、十進、地跆、天拳

U-60・U-65・O-65
【規定】高麗、金剛、太白、平原、十進、地跆、天拳、漢水
《有級》
①トーナメント方式による旗判定
②太極 4 章～8 章から指定された 2 種目を演武する

13．試合装備

【キョルギ種目】
①道着規定に定める道着を着用のこと
②Daedo 電子防具・電子ヘッドギアを使用する。
③電子ボディープロテクター、電子ヘッドギアは主催者で用意する。
④WT 公認の腕、脛プロテクター及びファールカップ（男・女）
、ハンドグローブ、マウス
ピース、電子ソックスを各自準備すること。
※電子ヘッドギアに装着するための全日本テコンドー協会指定の COVID-19 対策
フェイスシールドの要否は、10 月の理事会で決定します。
＊男子の道着(上)の下はＴシャツ等の着用は禁止､女子は白色のみ着用可
＊試合装備・道着の不備などあった場合、出場不可となります。
⑤電子防具装着は会場内の所定の場所にて速やかに装着し、試合終了後、速やかに返却
すること。
＊今大会はDaedo電子防具システムGeneration2を使用しての競技実施となります。
＊電子防具システムに不具合が発生した場合、審判判定システムで試合を実施する措置
を取る事があります。
⑥感染症対策、衛生の観点から、上記④の各自で準備する防具・マウスピースの大会会場
での貸し借りが発覚した場合は、双方ともに失格となります。
※

電子ソックスは個人で準備して下さい。電子ソックスの現地販売は致しません

＜電子ソックス販売先：Daedo KYOWA社＞
販売サイト（https://daedojapan.stores.jp）より各自お申し込みください。
【プムセ種目】
⑦道着規定に定める道着を着用のこと。
⑧男子の道着(上)の下はＴシャツ等の着用は禁止､女子は白色のみ着用可
1４．表

彰

個人：男女とも各階級の 1 位から 3 位までの入賞者に賞状及びメダルを授与する。
【キョルギ種目・社会人の部】各階級 1 位、2 位の入賞者に第 15 回全日本選手権
大会参加資格を与える。
（階級変更は不可）

1５．注意事項

①社会人選手権とマスターズ選手権の両方にエントリーすることはできません。
②選手の肖像等の取扱いについて
選手は、規定上全日本テコンドー協会が主催する試合、大会において、選手の肖像、
映像、氏名等（以下「選手の肖像等」という）が報道、放送されること及び当該報道、
放送に関する選手の肖像等に関する使用等の許諾を与えるとされています。

1６．申込方法

会員データサービス「しくみネット」
（https://www.ajta.or.jp/regist/）
「イベント情報」
より、出場階級にエントリーしてください。
エントリー費納入をもってエントリー完了となることをご注意ください。
（締切日≠エントリー入力日）
（締切日＝エントリー費納入日）
※しくみネットでのエントリーミスは失格（申し込み期日までのエントリー変更は可）と
なります。

※キョルギ種目のコーチ（セコンド）も、しくみネットよりエントリーしてください（必
須）
※また、キョルギ種目のコーチ（セコンド）は、しくみネットからのエントリーに加え、
下記 Google フォームにて必ず事前登録して下さい（コロナ対策のためお願いするもので
す）
。
https://forms.gle/cEFsaKD6NN3Cxk6S8
1７．参 加 費

【キョルギ種目】
正加盟団体 選手一人 1４,000 円 （傷害保険料含む）
準加盟団体 選手一人 1５,000 円 （傷害保険料含む）
【プムセ種目】
正加盟団体 選手一人 10,000 円 （傷害保険料含む）
準加盟団体 選手一人 11,000 円 （傷害保険料含む）

18．申込期日

2021 年１０月１４日（木）必着厳守
※期日に間に合わない場合、受付いたしません。
※コーチ（セコンド）も同様ですので、お気を付けください。

1９．本要項に関する問い合せ先
一般社団法人全日本テコンドー協会 事務局
Email japan2005tkd@ajta.or.jp
TEL 03-6812-9023
FAX

03-6812-9024

